
区 物品名 仕様・説明

中
EPSON
プロジェクター

EB-1780W
3,000ルーメン、表示解像度：WXGA、1.8kg
幅21.3x高さ4.4 cm

中
モバイルスクリーン（８０
型）

フロント操作アーム式フロアタイプスクリーン
フォーマット　16:10
イメージ寸法：幅1,720㎜×高さ1,080mm
重量：５ｋｇ

東
ニューカラーボウリング
ゲーム（２セット）

セット内容
ピン１０本、ボール1個、ピンセッター1枚、スコアシート1冊
寸法・質量：ピン直径120×381mm（約300ｇ）、ボール
210mm（約1.1ｋｇ）

東 ラダーゲッター・フルセット

●フルセット内容
本体:2組：幅61cm、奥行68cm、高さ100cm、重さ1組2kg
得点板1組：幅61cm、奥行き68cm、高さ100cm、重さ1組2kg
専用ボール12個(黄6青6)直径約4cm、重さ約50g
得点表、収納袋

東 ユニボッチャ　ロトロ
セット内容
ボール13個セット(白×1、赤×6、青×6)、審判道具：コンパ
ス×1、指示板×1、収納ケース、マニュアルブック

東
ごぼう先生といっしょ！
民謡・童謡・演歌口ずさん
でイス体操

キングレコード
収録時間５６分。
懐かしく親しんでもらえる民謡や童謡、演歌を多く収録し、
体操をしながらでも軽く口ずさむことができます。
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区 物品名 仕様・説明

東
DVD
プラスダンス

介護の現場に笑いを！という思いを込めて、スマート介護
と世界ゆるスポーツ協会がコラボした誰でも歌って踊れる
プラスダンス。振付カード付。

東 はぁって言うゲーム

幻冬舎
セット内容
カード46枚、投票用チップ64枚、得点チップ56枚、説明書
プレイ人数：３～８人

お題の一言を声と表情だけで表現するパーティーゲーム！

南 ニチレクボールセット

セット内容
・ボール(直径約70mm、重量約400g)赤6個・青6個、
・標的球(直径約50mm、重量約200g)1個
・投球サークル(内径約50cm、長さ約150cm)1本
・ケース付き

南
ニチレクボール標的球
（ビュット）

標的球(直径約50mm、重量約200g)

南 ニチレクボール　ボール青 ボール(直径約70mm、重量約400g)

南 ニチレクボール　ボール赤 ボール(直径約70mm、重量約400g)
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区 物品名 仕様・説明

南
ニチレクボール（ペタンク）
サークル

投球サークル(内径約50cm、長さ約150cm)1本

南 ケンコーボッチャセット
【セット内容】 ボール13個（白/１・赤/６・青/６）付属：バッ
グ・メジャー・コンパス・ルールブック

西
カシオ　プロジェクター
（XJ-F200WN)

3,000ルーメン、表示解像度：WXGA、光学1.5倍ズーム、PC
接続HDMI、3.8ｋｇ、

西 非接触型温度計（３台） 1秒高速測定、電源単4乾電池2本（別売り）

安佐南
楽 し く っ て た め に な る ス
ポーツ・レクリエーション・
ワークブック第１集（３冊）

楽しくスポレクを楽しみながら、運動効果をあげることので
きる20のアクティビティを可動域、柔軟性、バランスなど8つ
の運動機能ごとに紹介。なぜ、そのアクティビティが効果的
なのか、わかりやすい解説付き。
●A5判 48頁
●2017年5月1日第2刷

安佐南
楽しくってためになるソフ
ト・スポーツ・ワークブック
第２集（３冊）

楽しみながら高齢期の身体・認知機能の維持向上のため
に、「8つの身体機能」を高めるソフトスポーツ20種類を紹
介・解説。また、「進め方」、「効果・意欲を高める言葉が
け」、「楽しさ・ステップアップのポイント」、「安全対策」など
も掲載。
●A5判 54頁
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区 物品名 仕様・説明

安佐南 釣りっこV
セット内容:
・竿(長さ114cm、重さ100g)6本
・魚15種(木製ビニール加工)

安佐南

【DVD】
ごぼう先生といっしょ! 懐か
しい音楽でらくらく♪イス体
操≪大きな字幕付き≫
（３枚）

シニアの方なら誰でも知っているあの名曲で体操を！！
 懐かしい音楽が心をウキウキさせ、脳を活性化。
収録時間：５８分

安佐南
ユニボッチャ　ロトロ（２セッ
ト）

セット内容
ボール13個セット(白×1、赤×6、青×6)、審判道具：コンパ
ス×1、指示板×1、収納ケース、マニュアルブック

安佐南
ボッチャボール用ターゲッ
トマット（２枚）

直径200cm×厚さ0.4mm
自重：485g
材質：ターポリン

安佐南
ターゲットプレイシート
ターゲット

セット内容
シート×1枚、ビーンズバッグ×12個(紫・青・緑・赤・黄・オ
レンジ各2個)
サイズ:シート/90×90cm、ビーンズバッグ/9×9.5cm
重量:シート/約350g、ビーンズバッグ/約50g
材質:シート/PVC、ビーンズバッグ/麻

安佐南
ターゲットプレイシート　スト
ライク

重量 : (約)シート350g、ビーンズバッグ50g/ヶ
サイズ : (約)シート90×90cm、ビーンズバッグ9×9.5cm
素材 : シート/PVC、ビーンズバッグ/麻
シート×1枚、ビーンズバッグ×12ヶ(赤・青・緑・オレンジ・
黄・紫各2枚)付
屋内用
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区 物品名 仕様・説明

安佐北 スカットボール（HATACHI)

セット内容 ：スカット台（約90×90cm）×1台、スカットマット
（約5m×約90cm）×1枚、スティック（75cm）×2本、ボール
（約 直径7.5cm）×10個（2色×5個）、遊び方説明書（セット
総重量：約18kg）

安佐北
スカットボール用収納バッ
ク

安佐北 ディスコンセット
ディスク12枚:直径12cm、厚さ1cm、発砲プラスチック製
ポイント2枚:直径6cm、厚さ3mm、プラスチック製
収納袋

安佐北
天野勤の脳トレ＆ゲーム・
ダンス

ゲーム的要素を活かした脳トレにもなるレクダンスのCDと
解説書

安佐北
天野勤の座・レクダンス
（DVD)

障がいのある方や要介護の高齢者でも、座ったままで踊り
を楽しめるようにと天野勤が考案したDVDとCD、踊り方解
説書。50分。
収録曲：1憧れのハワイ航路2瀬戸の花嫁3まつきの小唄4
小指の想い出5柔6湯の町エレジー7リンゴの唄8高原列車
は行く9好きになった人10矢切りの渡し11東京ブギウギ12
スーダラ節

安佐北
エーテック
非接触型温度計（2本）
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区 物品名 仕様・説明

安芸
【DVD】
たいそうの時間ですよ
昭和歌謡三昧

音楽×体操の映像を流すだけ!現場ですぐに使える！懐か
しの名曲に合わせて身体を動かして、歌って、楽しみましょ
う♪

収録時間：２３分

安芸
【DVD】
たいそうの時間ですよ
音楽七変化

唱歌、アニメ音楽、童謡、民謡、昭和歌謡等、いろんなジャ
ンルの音楽に合わせ【準備体操／有酸素運動／筋力向上
体操／手拍子ゲーム／ストレッチ】を収録。動きの難易度
をおさえめに設定、細胞の若返り効果が期待できる話題の
「インターバルトレーニング」、脳活性を目的とした「リズム
体操」等の全7曲を収録した充実の内容
収録時間：３６分

安芸
【DVD・CD】
思い出の歌で高齢者イキ
イキ体操

高齢者の方が好きな懐かしい歌で、イキイキとかんたんで
楽しく歌いながら体操のできるＤＶＤとＣＤが２枚。
監修：ＮＰＯ法人「いきいき・のびのび健康づくり協会」会長
尾陰由美子氏
体操32曲 オールカラー
サイズ：B5変型判　128ページ

安芸 ポータブル投球目標セット

3×3配置のパネル1個、ボールネット1枚、PU 発泡野球
ボール9個
•サイズ： 85*126*44cm;
台湾製;
6歳以上の子供向け

安芸 テーブルカーリングゲーム
セット内容
マット×２（組立式）（幅120cm×奥行40㎝×高さ15㎝）、ス
トーン×16（オレンジ×8、ブルー×8）、収納袋×2、スポン
ジクリーナー×1、日本語取扱説明書×1

安芸
【DVD】
元気・長生き・健康体操

健康体操DVD
収録内容：民謡メドレーで「全身体操」、踊れソーラン節で
「腰痛体操」、俵つみ唄で「肩凝り体操」、タレント健康法
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区 物品名 仕様・説明

安芸
【DVD】
エンカサイズBOX１

誰もが聴いたことのある演歌に乗せて体操ができるDVDシ
リーズの第1～3弾を収めるBOXセット。テンポのよい全9曲
分を収録。無理のない簡単な体操で、楽しみながら健康づ
くりができる。

安芸
【DVD】
エンカサイズBOX３

アクティブシニア向け、聴いて健康、歌って健康、踊って健
康!の3拍子で、楽しみながら健康づくりできる体操商品。
“エンカサイズ”vol.7~9のDVD3巻と手ぬぐいのセットBOX。
人気の演歌に合わせて身体を動かすオリジナル体操を収
めた映像集のBOX第3弾。

安芸
笑いヨガで超元気になる！
（DVD付）

「笑いヨガ」：インドで生まれた笑いの体操
「だれでも・いつでも・どこでも」簡単に実践できて、すばらし
い笑いの健康効果を得ることができる。
 臨床医師・医大教授も大推奨の、一人でもすぐにできる特
別DVD付録つき。

安芸
TOEI　LIGHTターゲット
ゲーム

寸法：幅104×奥行100×高さ131cm(収納時:幅104×奥行7
×150cm)、ターゲット部90×90cm、
専用ボール9ヶ付(B-6191)
折りたたみ式

安芸
CORPER TOYS
積み木　バランスおもちゃ

バランス積み木遊び、ドミノ遊び、くま着せ替えパズルので
きる積み木。
くま１つ　7.3㎝×6.0～7.6㎝
くま１２体入り

佐伯 スカットボール（HATACHI)

セット内容 ：スカット台（約90×90cm）×1台、スカットマット
（約5m×約90cm）×1枚、スティック（75cm）×2本、ボール
（約 直径7.5cm）×10個（2色×5個）、遊び方説明書（セット
総重量：約18kg）
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区 物品名 仕様・説明

佐伯 釣りっこⅠ
セット内容
・竿(長さ114cm・重量約100g)6本
・魚15匹(木製ビニール加工)

佐伯 思い出カルタ

懐かしい日本の童謡や唱歌50曲のカルタ
曲の前半が読み札、後半が絵入りの取り札。
「歌合わせ」、「動物めくり」なども楽しめる。
読み札50枚、取り札50枚
(札の大きさ:12cm×16.6cm)
紙製、ラミネート加工

佐伯 思い出カルタV

昭和30～40年代の歌声喫茶で歌われていた歌や、歌手が
還暦 を過ぎたあたりのフォークソングを中心に企画された
カルタ。
読み札50枚、取り札50枚
(札の大きさ:12cm×16.6cm)
紙製、ラミネート加工
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